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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期第2四半期 34,725 ― 2,368 ― 2,421 ― 1,399 ―

21年2月期第2四半期 33,241 2.0 2,636 10.8 2,690 11.1 1,604 13.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年2月期第2四半期 119.56 ―

21年2月期第2四半期 131.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年2月期第2四半期 33,413 26,158 78.3 2,234.97
21年2月期 32,728 25,285 77.3 2,160.41

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  26,158百万円 21年2月期  25,285百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― ― ― 45.00 45.00
22年2月期 ― ―

22年2月期 
（予想）

― 46.00 46.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 69,377 3.9 5,391 4.1 5,494 3.3 3,203 2.2 273.74

－1－



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、４ページ 【 定性的情報・財務諸表等 】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 12,651,000株 21年2月期  12,651,000株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  946,920株 21年2月期  946,920株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第2四半期 11,704,080株 21年2月期第2四半期 12,236,580株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．当第２四半期会計期間の業績は、当初見込んだ業績予想の範囲内にて推移しており、現時点においては、平成21年4月8日付けにて公表した業績 
予想の変更は行っておりません。しかしながら、実際の業績は、今後様々な要因により変わる可能性があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、在庫調整の一巡や経済対策の効果に加え、対外経済環
境の改善による輸出や生産の回復、株式市況の堅調な推移など、部分的に景気の持ち直しの動きが見えつ
つあります。しかしながら、企業収益および設備投資の減少によって引き続き厳しい雇用情勢が続くとみ
られるとともに、世界景気の下振れ懸念、金融資本市場の変動の影響など、予断を許さない状況が続いて
おります。 
当社の属する食品スーパー業界におきましては、雇用・所得環境が厳しさを増す中で、個人消費は依然

として先行き不透明な状況で推移しており、お客様の低価格化に対するニーズは一層の高まりを見せてお
ります。各社とも、いまだ縮小傾向の続くパイの中で自社の売上を確保すべくディスカウント競争をさら
に激化させており、当社にとっても経営環境はさらに厳しさを増していると認識しております。 
こうした環境のもと、他社の低価格化に対応した定番商品の仕入価格の見直しを行う一方で、あくまで

お客様に軸足を置いた施策として、当社が特に注力する青果・鮮魚・精肉部門の商品を前面に押し出した
「生鮮市」の開催や、売場内での調理デモンストレーションと試食を組み合わせた献立の提案、より一層
のお客様の利便性追求に向けたクレジットカード決済の導入などを進めてまいりました。 
この結果、当第２四半期累計期間の売上高および売上総利益は347億25百万円および84億28百万円、販

売費及び一般管理費については64億2百万円、営業利益は23億68百万円、経常利益は24億21百万円、四半
期純利益は13億99百万円となりました。 
  

① 財政状況の変動状況 
 当第２四半期会計期間末における総資産は前事業年度末比6億85百万円増加の334億13百万円となりまし
た。その主な要因は、固定資産が13億75百万円増加、流動資産が6億90百万円減少したことによるもので
あります。なお、純資産は前事業年度末と比較して8億72百万円増加し、261億58百万円となり、自己資本
比率は、78.3％となっております。 
② キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、134億59百万円となり,前事業年度末と

比較して88百万円の増加となりました。 
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は15億円の収入となりました。主なプラス要因は、税引前四半

期純利益23億89百万円、仕入債務の増加2億14百万円、減価償却費の増加2億23百万円等であり、主なマイ
ナス要因は法人税等の支払額11億90百万円、未払費用の減少1億49百万円等であります。 
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は8億86百万円の支出となりました。主なプラス要因は、有価

証券償還による収入10億円、主なマイナス要因は、有形固定資産取得による支出15億50百万円等によるも
のであります。 
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は5億24百万円の支出となりました。要因は、配当金の支払に

よる支出5億24百万円によるものであります。 
  

当第２四半期の業績は、概ね計画通りの推移となっておりますので、現時点での業績予想につきまして
は、平成21年４月８日発表の業績予想に修正を要する事象は生じておりません。 
なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報から得られた判断に
基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により業績予想とは異なる可能性があります。実際の業
績に与え得る重要な要因には、当社の事業を取巻く経済環境、競合状況、天候要因、市場動向等が考えら
れます。 
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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   該当事項はありません。 
  

1. 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財

務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
  

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法について、従来、商品のうち生鮮食料品については最終仕入原価

法による原価法、上記以外の商品については売価還元法による原価法、貯蔵品については最終仕入原価

法による原価法によっておりましたが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第9号）が適用されたことに伴い、商品のうち

生鮮食料品については最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）、上記以外の商品については売価還元法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、貯蔵品については最終仕入原価法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる当第

２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

 平成21年8月14日開催の取締役会において賛同の意を表明することを決議いたしました、ひまわり株式

会社による当社株式の公開買付けに関し、平成21年10月1日に買付けが締切られ、買付け予定数の下限を

超える応募があったことから、公開買付けは成立いたしました。この結果、ひまわり株式会社の持株比

率は94.85％となりました。 

  

なお、公開買付の概要は以下のとおりです。 

  

(1) 公開買付者          ：ひまわり株式会社 

(2) 対象者            ：株式会社オオゼキ 

(3) 買付け等に係る株券等の種類  

                 ：普通株式 

(4) 買付予定株式数        ：11,704,080株 

(5) 買付下限株式数        ：8,332,190株 

(6) 買付け等の期間         ：平成21年8月18日から平成21年10月1日まで 

(7) 買付け等の価格        ：1株につき3,750円 

  

 今後は、完全子会社化手続により、当社発行済株式の全てが取得される予定となっております。 

 具体的には、公開買付けの終了後に、①当社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の

定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②当社の発行する

全ての普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うこと、及び③当社の当該普通株式の全部取得

と引き換えに別の種類の当社株式を交付すること（ただし、別の種類の株式について上場申請は行わな

い予定です。）、以上①ないし③を付議議案に含む臨時株主総会及び上記②の定款変更を付議議案に含

む当社の普通株主による種類株主総会を開催する予定です。 

 株主総会において、上記議案が承認可決された場合、当社の発行する全ての普通株式は全部取得事項

が付された上で、全て当社が取得し、当社の株主には当該取得の対価として別個の種類の株式が交付さ

れることになります。当社は、買付者からの要請により、全部取得条項が付された普通株式の取得の対

価として当社の株主に対して新たに交付される当社株式の種類及び数につき、買付者が当社の全ての発

行済株式を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった買付者以外の当社の株主に対し

交付される当社株式の数が1株に満たない端数となるように決定する予定です。 

 なお、当社普通株式は、現在、株式会社東京証券取引所に上場されておりますが、公開買付者は上記

の手続きに従い、当社の全株式を取得することを予定しており、その場合には当社の普通株式は上場廃

止となる予定です。 

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

(3) 重要な後発事象
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,933,996 8,477,745

売上等預け金 604,573 －

売掛金 89,755 15,667

有価証券 4,266,995 6,063,277

商品 753,858 808,460

貯蔵品 10,679 13,497

前払費用 222,649 157,707

繰延税金資産 167,223 188,328

短期貸付金 3,135 3,546

未収入金 79,686 65,903

その他 4,774 33,655

貸倒引当金 △199 △105

流動資産合計 15,137,131 15,827,684

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,339,109 3,312,912

構築物（純額） 68,518 74,243

車両運搬具（純額） 9,003 11,379

工具、器具及び備品（純額） 307,191 285,243

土地 10,327,964 9,140,104

建設仮勘定 － 28,500

有形固定資産合計 14,051,787 12,852,382

無形固定資産   

ソフトウエア 55,660 68,095

電話加入権 1,223 1,223

無形固定資産合計 56,883 69,318

投資その他の資産   

投資有価証券 540,743 300,000

出資金 469 469

長期貸付金 29,535 30,546

長期前払費用 11,124 13,195

繰延税金資産 172,075 163,904

差入保証金 3,370,128 3,442,092

長期未収入金 42,181 27,185

その他 1,600 1,600

貸倒引当金 △107 △86

投資その他の資産合計 4,167,750 3,978,906

固定資産合計 18,276,421 16,900,607

資産合計 33,413,552 32,728,292
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,094,213 2,879,727

未払金 1,484,753 1,529,828

未払費用 582,645 732,531

未払法人税等 1,001,825 1,215,020

未払消費税等 93,195 112,907

前受金 17,755 16,072

預り金 288,668 292,576

賞与引当金 170,000 170,000

流動負債合計 6,733,058 6,948,663

固定負債   

退職給付引当金 328,694 307,631

その他 193,574 186,375

固定負債合計 522,269 494,006

負債合計 7,255,327 7,442,670

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,515,150 1,515,150

資本剰余金 1,950,724 1,950,724

利益剰余金 24,841,489 23,968,884

自己株式 △2,149,138 △2,149,138

株主資本合計 26,158,225 25,285,621

純資産合計 26,158,225 25,285,621

負債純資産合計 33,413,552 32,728,292
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
  至 平成21年８月31日) 

売上高 34,725,259

売上原価 26,297,094

売上総利益 8,428,164

不動産賃貸収入 342,590

営業総利益 8,770,754

販売費及び一般管理費 6,402,310

営業利益 2,368,444

営業外収益  

受取利息 9,403

有価証券利息 5,811

受取手数料 29,920

受取配当金 7

雑収入 27,916

営業外収益合計 73,060

営業外費用  

公開買付関連費用 16,104

雑損失 4,343

営業外費用合計 20,447

経常利益 2,421,056

特別損失  

固定資産除却損 31,089

特別損失合計 31,089

税引前四半期純利益 2,389,967

法人税、住民税及び事業税 977,745

法人税等調整額 12,933

法人税等合計 990,679

四半期純利益 1,399,287
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 【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年６月１日 
  至 平成21年８月31日) 

売上高 17,370,014

売上原価 13,251,335

売上総利益 4,118,679

不動産賃貸収入 173,357

営業総利益 4,292,036

販売費及び一般管理費 3,207,472

営業利益 1,084,564

営業外収益  

受取利息 4,567

有価証券利息 2,343

受取手数料 14,887

受取配当金 7

雑収入 27,143

営業外収益合計 48,950

営業外費用  

公開買付関連費用 16,104

雑損失 2,198

営業外費用合計 18,302

経常利益 1,115,211

税引前四半期純利益 1,115,211

法人税、住民税及び事業税 420,973

法人税等調整額 39,158

法人税等合計 460,132

四半期純利益 655,079
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第2四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
  至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 2,389,967

減価償却費 223,068

無形固定資産償却費 14,167

その他の償却額 540

貸倒引当金の増減額（△は減少） 114

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,063

受取利息及び受取配当金 △15,222

有形固定資産除却損 31,089

売上債権の増減額（△は増加） △74,088

たな卸資産の増減額（△は増加） 57,419

前払費用の増減額（△は増加） △64,942

その他の流動資産の増減額（△は増加） 15,003

仕入債務の増減額（△は減少） 214,486

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,711

未払金の増減額（△は減少） 50,264

長期未払金の増減額（△は減少） △889

未払費用の増減額（△は減少） △149,885

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,224

その他 △14,563

小計 2,675,655

利息及び配当金の受取額 15,083

法人税等の支払額 △1,190,422

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,500,316

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △35,000

定期預金の払戻による収入 60,000

有価証券の取得による支出 △200,800

有価証券の償還による収入 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △1,550,600

無形固定資産の取得による支出 △1,872

投資有価証券の取得による支出 △240,713

貸付金の回収による収入 3,541

貸付けによる支出 △1,000

その他の収入 106,740

その他の支出 △35,295

預り保証金の受入による収入 12,000

預り保証金の返還による支出 △3,911

投資活動によるキャッシュ・フロー △886,911

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △524,844

財務活動によるキャッシュ・フロー △524,844

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 88,560

現金及び現金同等物の期首残高 13,370,449

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,459,010
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 当第1四半期会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四

半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １．上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

     ２．販売数量については、取扱商品が多種多様であり、その表示が困難なため記載を省略しております。 

３．日配は、冷凍食品、漬物、麺類、練物、乳製品、豆腐等であります。 

４．その他は、雑貨、煙草、商品券等であります。 

５．主要な販売先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、販売先別の販売実績の総

販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 第２四半期の部門別売上高状況について

品目別

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年３月１日 
  至 平成20年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日)

前事業年度
(自 平成20年３月１日 
  至 平成21年２月28日)

売上高（千円） 構成比（％） 売上高（千円） 構成比（％） 売上高（千円） 構成比（％）

生鮮食品

精肉 4,040,780 12.2 4,157,667 12.0 8,346,524 12.5

青果 7,397,050 22.2 7,923,276 22.8 14,651,211 21.9

鮮魚 4,166,710 12.5 4,361,675 12.6 8,482,272 12.7

惣菜 154,960 0.5 158,255 0.4 307,194 0.5

小 計 15,759,501 47.4 16,600,874 47.8 31,787,203 47.6

一般食品

日配 6,381,967 19.2 6,652,641 19.2 12,837,159 19.2

食品 6,108,414 18.4 6,343,145 18.3 12,145,069 18.2

菓子 2,161,345 6.5 2,236,686 6.4 4,356,443 6.5

酒 2,248,490 6.7 2,304,685 6.6 4,493,195 6.8

小 計 16,900,218 50.8 17,537,158 50.5 33,831,866 50.7

その他 581,283 1.8 587,226 1.7 1,160,377 1.7

合 計 33,241,003 100.0 34,725,259 100.0 66,779,447 100.0
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(要約)前年同四半期に係る財務諸表 

 (1) 中間損益計算書 

「参考」

科 目

前中間会計期間

    （自 平成20年３月１日

    至 平成20年８月31日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 33,241,003

Ⅱ 売上原価 25,030,308

売上総利益 8,210,695

Ⅲ 不動産賃貸収入 342,867

営業総利益 8,553,562

Ⅳ 販売費及び一般管理費 5,917,251

営業利益 2,636,310

Ⅴ 営業外収益 56,594

Ⅵ 営業外費用 2,812

経常利益 2,690,092

Ⅶ 特別損失 2,895

税引前中間純利益 2,687,197

法人税、住民税及び事業税 1,099,986

法人税等調整額 △ 17,233

中間純利益 1,604,444
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 (2) 中間キャッシュ・フロー計算書 

前中間会計期間

    （自 平成20年３月１日

    至 平成20年８月31日)

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 2,687,197

減価償却費 217,856

無形固定資産償却費、その他投資及び繰
延資産償却費 17,372

貸倒引当金の増加額 62

賞与引当金の増加額 42,000

退職給付引当金の増加額 8,459

受取利息及び受取配当金 △ 29,416

有形固定資産除却損 919

有形固定資産売却損 1,976

売上債権の増加額 △ 3,494 

たな卸資産の増加額 △ 15,014

前払費用の増加額 △ 80,925

その他流動資産の増加額 △ 76,172

仕入債務の増加額 247,205

未払消費税等の減少額 △ 17,911 

未払費用の減少額 △ 67,557

未払金の増加額 79,714

長期未払金の減少額 △ 14,266

その他流動負債の増加額 106,718

その他 △ 276

小計 3,104,447

利息及び配当金の受取額 20,864

法人税等の支払額 △ 1,015,667

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,109,645

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △ 4,029,689

定期預金の払戻による収入 912,075

有価証券の取得による支出 △ 3,494,328

有価証券の満期による収入 2,804,234

有形固定資産に取得による支出 △ 96,121

有形固定資産の売却による収入 4,911

無形固定資産に取得による支出 △ 613

貸付けによる支出 △ 11,000

貸付金の回収による収入 1,210

その他投資の取得による支出 △ 3,228

その他投資の減少による収入 119,827

預り保証金の減少による支出 △ 4,050

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,796,773

株式会社オオゼキ（7617）　　平成22年2月期　　第2四半期決算短信（非連結）

－12－



 
  

  

前中間会計期間

    （自 平成20年３月１日

    至 平成20年８月31日)

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △ 488,664

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 488,664

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 2,175,793

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 10,751,036

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 8,575,243
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